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平成２７年度 第２回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要 
 

◆資料１～６にかかる情報提供について（質問・意見等） 
 
A 委員   ：地区別の人口動向で中島地区の人口が増えているが、これはどういった要因があ

るのか。また、この人口増は、市内間での移動によるものなのか、それとも市外

からの流入によるものなのか。 

 
事務局   ：市外から流入している人もいるのだろうが、市内の他地区から中島地区に移り住

んでいる人が多いとみている。その一番の理由としては、中島地区の八丁平や知

利別の宅地造成が挙げられる。 

 
 
◆議題１．ワーキンググループの協議内容を踏まえた方向性の検討について 
 
B 委員   ：骨子として、産業と雇用が基盤であることは問題がないと考えている。室蘭工業

大学としても、それに向けて現在 COCプラス事業に取り組んでいるが、こうした

取り組みが一過性のブームで終わるのではなく、文化にしていくことが重要だと

考えている。 

ただ、COCプラス事業では、道内全体での就職率を 5年間で 10%上げるという

目標を掲げているが、これは相当に厳しい数字と考えている。当大学の地元管内

での就職率は 4%程度に過ぎず、また学生の受入先となるような企業は道内では

限られてしまうため、雇用を増やしていくためには、これまでにない切り口で新

しい産業を生み出していく必要があると考えている。 

高校生や専門学校生は北海道に残る可能性が大きいが、大学生や大学院生の場合

は、企業が全国的に学生を探している状況もあり、学生が北海道に残るには厳し

い状況となっている。そのため、これから地元就職率を上げていくためには、企

業誘致と新しい切り口の新産業創出により雇用の受け皿を増やすことが必要であ

る。 

また、企業が学生を取り合うのではなく、同じ業種の企業が協力して雇用創出に

つなげていくことが必要だと考えている。例えば、旭川では電子機器や木工関係

のものづくり企業があったり、釧路では水産加工があったりするように、当大学

としてもものづくりを基盤として新しい産業を生み出すことにつなげていければ

と思う。 

 
C 委員   ：同様の話になるが、やはり新しい産業を地元に作り、そこに室蘭工業大学の卒業

生を送り込んでいくことが必要になると考えている。例えば、スタンフォード大

学とシリコンバレーのような関係性を作っていくことが必要になるのではないか。 

当大学では、現在、航空宇宙、材料、ロボットの 3つの分野に力を入れているた
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め、これらの 3つの分野でベンチャー企業のようなものを生み出すことを目標と

して、雇用の受け皿とすることができれば良いのではないか。また、そのために

は、財政支援を始めとした手厚い支援策が必要になってくる。 

室蘭は、製造業、特に鉄のまちとして、鉄の文化を育ててきたまちでもあるため、

鉄鋼関連でもそうしたベンチャー企業を育てていくことも考えられるのではない

か。同じように水素関連でも産業育成につなげていければと考えている。 

観光との関連では、工場見学など、産業観光にもっと力を入れることができれば

良いのではないか。例えば、日本製鋼所の刀鍛治や工場が稼動している様子を見

せることができれば、喜ばれるではないかと感じている。また、私の専門でもあ

る土木分野との関連では、最近はダム萌えといって、ダムを見て感動することが

盛り上がっていることから、ダムや白鳥大橋などの土木構造物を観光資源として

活かすことも考えられるのではないか。 

 
D 委員   ：学生の定住という観点からは、例えば地元の大学等に進学した生徒に対して、奨

学金の返済免除、金利負担分を優遇するなど、様々なインセンティブを持たせる

ことが 1つの方法として考えられるのではないか。 

これから、産業、働く場所をどうやってつくっていくのかということについては、

様々な検討の余地があると思うが、医療・介護関連に関しては、先日の東京圏高

齢化危機回避戦略において、西胆振医療圏が移住受入先の候補地の 1つとして挙

げられていたこともあり、近隣の登別市や伊達市、市内の 3つの総合病院などと

も連携しながら、医療施設、介護施設、福祉施設も含めた広域的な受入体制を整

備していくべきではないか。 

日本版 CCRCの推進にあたっても、市内には、介護福祉士養成校などがあり、介

護福祉士を始めとした福祉系人材の供給ができるほか、室蘭工業大学の専門的・

学術的な知見を現場に活かすなど、相互補完が期待できるため、地域に一定の資

源があるといえるのではないか。また、このたび、室蘭市が北洋銀行や北海道銀

行などの金融機関と包括連携協定を結んだので、こうした金融機関との連携体制

を活かして、リバースモーゲージに取り組んだり、何らかの基金を作るなどして、

高齢者の老後の生活を支援するような取り組みを進めていくことができれば良い

のではないか。 

メディカルツーリズムに関しては、市内の 3つの総合病院を活かせるため、可能

性はあると思うが、検診を受けて帰国した後の現地の医療機関との連携が成否の

鍵となってくるため、室蘭工業大学等の留学生を活用するなどして、そうした体

制を整えることが重要になってくるのではないか。 

介護保険事業者の立場からは、今後、日本では高齢化社会が一層進む中で、無資

格の状態で介護施設に就労した人材が、働きながら、実務者研修修了者、介護福

祉士といった資格を取ってステップアップできるような仕組みができればと考え

ている。また、近年、医療費の抑制という観点から、介護施設等での「看取り介

護」を積極的に進める方向性にあるが、こうした「看取り介護」についても同様
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の人材教育ができるような仕組みをつくったり、市に窓口機能を持たせて事業者

との連携体制を強化するなどの取り組みを行うことができれば、新しい取り組み

として目を引くものになるのではないか。 

介護施設の現場では、離職者の多さが課題となっているが、一方で慢性的な人材

不足でもあるため、医療・福祉関連に特化した人材バンクを西胆振地域で創設す

るなどして人材供給を図ることも新しい取り組みの 1つとして考えられる。また、

離職者から、転職先に関する相談が養成校に来ることも多いため、市と養成校と

ハローワークとの間で協定を結ぶなどして、再就職の促進を図ることなども新し

い取り組みの 1つとして考えられる。 

 
E 委員   ：当校では、女子生徒が多いこともあり、就職に関してはほとんどの生徒が地元志

向である。ちょうど求人票が公開された時期であるが、当校では管内の求人票に

限って各クラスで回覧しているような状況である。 

資料の中でも整理されていたように、女子生徒は事務職を希望することが多く、

医療・介護、特に介護は特殊な仕事でもあるため、途中で進路希望を変更するこ

とはあまりみられない。ただ、現状、事務職を希望する生徒がすべて事務職の仕

事に就けるわけではないため、早い段階から様々な職業があることを生徒に紹介

し、医療・介護を始めとして様々な職業への理解促進を図っていく必要があると

感じている。 

高校生は意外と地元を愛しており、地元のことを悪く言う生徒もいない。また、

親も、子どもを地元から出したくないと考えている。三者面談を行っても、子ど

もを札幌や道外に出したくないと言う親がほとんどである。そういう気持ちを大

事にしながら、医療・介護のような職業に対する理解を深めていくことで、地元

での雇用につなげていく必要があると感じている。そのためには、高校生の生の

声を取り上げる機会や仕組みを作っていくことが必要だと考えている。 

 
座長    ：女子生徒の職業意識を深めていくことが必要という話であったが、当市において

は、医療・介護だけではなく、ものづくり企業や運輸業なども対象に含まれてく

るかと思う。こうした業種の企業を女子生徒に紹介するような取り組みは行われ

ているのか。 

 
E 委員   ：実際にそれらの業種に就職する女子生徒もいる。そのための企業訪問なども行っ

ている。ただ、企業訪問の際に、ものづくり企業などからは、女子生徒は結婚・

出産などで途中でリタイヤしてしまうため、会社としても困ってしまうといった

話をよく聞く。結局は、やはり男子生徒でとなりがちな状況にある。 

 
F 委員   ：資料では、就職を希望する高校生の 3 割が流出するとまとめられているが、当校

に限れば、4 割以上の生徒が管外に流出している状況にある。特に昨年度は流出

する生徒が多く、5 割近くが管外での就職であった。また、当校は工業高校であ
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るにもかかわらず、最近は女子生徒の割合が増えてきており、昨年度時点では

15%程度が女子生徒である。 

就職先の業種をみると、男子生徒は、地元に大きな企業が立地していることもあ

り、製造業や建設業を目指す学生が多く、管内の企業のほか、管外であれば苫小

牧、道外で就職することになる。そうした状況を踏まえると、市内に大手企業を

誘致することができれば、管内での就職率を上げることにつながる。 

女子生徒は、ものづくり企業に就職したいという生徒も多いが、E 委員の話にも

あったように、企業側の受入体制が整っていないことや、結婚・出産の問題もあ

り、なかなか就職につながっていない状況にある。ただ、最近は、ものづくり「な

でしこ」応援プロジェクトの効果もあり、新日鐵住金が来年 4月の採用予定者の

うち、5 名を女子生徒にするといった動きも出ており、こうした取り組みが進む

ことで、女子生徒の進む道が増えてくるのではないかと感じている。 

一方、ミスマッチがありながらも当校に進学してくる女子生徒もいるため、どう

しても事務職を希望したいという女子生徒もいるのが実情である。ただ、ハロー

ワークの調査によると、室蘭管内は事務職の求人が極端に少なく、福祉・医療・

宿泊業での求人が多いため、地元に残りたい女子生徒は介護や宿泊業に就職せざ

るを得ない状況にある。当校では、そうした女子生徒とは話し合いを重ねながら、

職業に対する理解を深めるように努めているが、企業誘致などで事務職の受け皿

が増えればと感じることもある。 

 
G委員   ：室蘭商工会議所では、「企業にやさしい街づくり」という提案書を青山市長に提出

している。提案書の作成に当たっては、企業へのアンケートをベースに行ってい

るが、アンケートでは 57%の企業が室蘭市から出ていくことを検討する必要があ

るというショッキングな結果も出ており、企業に当地で営業継続してもらうため

にどうすれば良いのか、また企業誘致により企業に来てもらうためにはどうすれ

ば良いのかといったことについて、ワーキンググループを組織して検討した。提

案書のポイントとしては大きく 2つあり、1つは労働力、人材の問題、もう 1つ

は税制や補助金など、これからの企業経営を後押ししていくような施策のあり方

となっている。提案内容としては、これらの 2点のほか、まちづくりに向けての

課題などを踏まえて、どのように高効率化を目指していくのかが基本的な考え方

となっている。 

雇用に関しては、地元企業に就職した高卒者が 3年で半分になってしまうという

ことをよく聞くように、若者をいかに定着させるのかが課題となっている。これ

は家庭や学校での教育だけではなく、受入側の企業にも問題があり、両者のギャ

ップを埋めていくことが必要と考えている。その際、企業にとっては労務関係の

対応を進めていく必要も出てくるため、行政の力を借りながら、地域全体で子育

ても含めた一貫した教育に取り組んでいく必要があると考えている。 

また、行政にとっては、単に補助金などを出すのではなく、効率化を踏まえた対

応を取ってもらえればと考えている。例えば、室蘭市の場合、室蘭市産業振興条
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例により設備投資を行った企業への助成措置や課税免除などを行っているが、適

用要件に入っている従業員数も、単純に人数だけではなく、従業員が室蘭市民と

して生活していくことも踏まえると、所得水準なども適用要件として考えても良

いのではないか。企業によっては厳しい条件なのかもしれないが、ゆくゆくは地

域のためになることでもある。 

これからは人口を簡単に増やすことのできない時代であり、労働力を確保するた

め、女性や高齢者を活用することが必要である。ただ、女性の場合、既婚者であ

れば社会保険の控除の関係で年収130万円までしか働けないという人も多いこと

から、地域として積極的に国に声を上げ、こうした税制上の問題点に関して先行

的な取り組みをできればという気持ちがある。また、働きたいと思っていても、

子どもを預けることができないために働けない人がいることなど、潜在的なニー

ズを掘り起こして、働くための環境をつくっていくことが大切である。 

そうした意味では、子育て支援策も、中学生や高校生の子どもまで視野に入れた

支援策があっても良いのではないか。それくらいの年齢の子どもだと、母親も 40

代前後ということが多いと思うが、それくらいの年代であれば、社会経験も豊か

なため、企業としても仕事をしやすいのではないか。 

また、「ものづくりのまち」としての視点からは、キャリア教育を含めて、65～

75歳の技術者の活用に取り組んでほしいと考えている。 

医療・介護の関連では、ちょうどメディカル＆ヘルスツーリズムに関するセミナ

ーを今年 3月に開催したところであり、実際にモデル事業に取り組んでみようか

という事業者もみられ始めている。首都圏では病院での検診費用などが高いため、

この事業者では、首都圏のある程度の所得のある方を対象として、旅行がてら夫

婦で来てもらうようなプランを検討しているとのことである。また、管内には看

護学校や福祉学校などの教育機関もあることから、管内で連携して、例えば専門

の大学を作るなどして、人材供給を行える地域となるようなことも検討してもら

えればと考えている。 

10月までに今回の議論をまとめていくことは、作業的にも厳しいとは思うが、当

所で作った提案書の内容なども盛り込みながら、検討してもらえればと考えてい

る。 

 
H 委員   ：今日の会議に関して、方向性の検討という話が座長からあったが、ここでいう方

向性とは、資料 7で整理されていた、個別の検討テーマごとの「検討の柱」をベ

ースにするのか、それとも全体的な方向性として、産業や雇用の基盤を柱とする

ことについて考えていくのかを教えて頂きたい。 

ものづくりのまちとして、室蘭市が今後も継続的に発展していくためには、資源

がない、人口制約がある、環境制約があるといった課題をクリアしていく必要が

ある。 

産業基盤については、室蘭市では、現在、水素エネルギー社会の実現に向けて取

り組みを進めているところでもあり、新産業の創出に当たって、環境産業に着目
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して、室蘭工業大学や新日鐵住金、日本製鋼所などと連携し、室蘭港などの資源

を活用しながら取り組んでいくことが必要だと考えている。 

雇用の拡大については、外からの要素と中からの要素の 2面がある。外からの要

素としては企業誘致があり、地域ごとの定住環境の供給という課題もあるが、雇

用拡大に寄与するための重要な手法の 1つであると考えている。また、中からの

要素としては既存企業の活性化があり、室蘭テクノセンターを中心とした取り組

みを進めていくことで市内の雇用拡大につなげていくことが考えられる。 

企業誘致を進めるにあたっては、室蘭工業大学との連携も考えられる。以前、市

が企業誘致につなげることを、大学が共同研究につなげることを目的として、両

者が協力していくつかの地域を訪問したことがあり、そうした室蘭ならではの作

戦を考えていくことが重要になってくるのではないか。 

資料 7でとりまとめられている全体的な論点については、問題ないと考えている

が、室蘭港が国際拠点港湾であること、国際コンテナ航路を有していることなど

も踏まえて、荷物を出すということが中心になると思うが、そうした観点での論

点も内容に盛り込んでもらえればと考えている。 

雇用面における女性の活用については、新卒者だけに限らず、パート雇用に対す

る企業ニーズも踏まえた上で分析を行うなど、全体的な視点から論点を整理して

いくことが必要と思われる。 

 
座長    ：冒頭で質問のあった、方向性の検討については、全体的な内容で方向性を検討し

ていくことがメインテーマとなっている。 

 
I委員    ：室蘭市での定住を進めていく上では、当然仕事がないと定住にもつながらないた

め、仕事場をいかに増やすのかということが重要になってくる。そのためには、

資料 7で整理されているような企業誘致や既存企業の活性化などについて、具体

的な取り組みを進めていくことになると思うが、検討内容を 1つ 1つみていくと、

それぞれ難しい部分があると感じている。ベンチャー企業が新しくできたり、企

業誘致ができるのが一番良いのだろうが、既存企業をどのようにして活性化させ、

雇用を維持、もしくは増やす方向に持っていくのかを考えることが重要になって

くるのではないか。 

特に、市内のものづくり企業は、大手企業を除けば、数 10 人規模の企業がほと

んどであるため、すべての企業を活性化させるというよりも、やる気のある企業

について、活性化を考えていくという視点が必要になってくるのではないか。ま

た、個々の企業単独に支援するのではなく、興味のある企業が集まって、グルー

プ単位で事業を広げていくような支援を考えていければと思う。 

室蘭工業大学の地元就職が少ないという話があったが、市内には、大学生が就職

したいと思うような企業が、大手企業を別にすれば、非常に少ないものと思われ

る。そのため、大学生の定着を進めるには、大学発のベンチャー企業を是非立ち

上げてもらいたいと考えている。また、そうならなければ、大学生は管外へ出て
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いくばかりとなってしまう。 

観光で外から人を呼ぶという話もあったが、そのためには、地域全体でまとまっ

て、人を呼ぼうという強い意志を持って取り組むことが必要である。正直、現状

においては、そこまでの動きが感じられず、中途半端になっているのではないか。

個別には色々な取り組みを進めているようだが、もっと地域全体の力を結集する

ことが必要ではないか。夜景に関する取り組みなども、もっと人を呼び込めるポ

テンシャルがあるのではないかと感じている。 

G 委員の発言にもあったように、室蘭商工会議所が提言をまとめているため、現

状において足りない部分などについては、今回の総合戦略に活用しても良いので

はないか。 

 
J 委員    ：港湾の関連では、3年後の宮古とのフェリー航路の開設検討という明るい話題が

あり、大変盛り上がっている状況にある。波及効果の生じるものでもあるため、

是非とも成功させなければならないと感じているが、積荷の確保が大きな問題と

なっている。先日、フェリー航路の開設を検討している川崎近海汽船の担当者と

会ったが、まだ十分な貨物が確保できているわけではないとの話であり、どれだ

けの貨物を集めることができるか、業界全体で試行錯誤している状況である。一

方で、近隣地域も含めて、周辺の企業がフェリー航路利用の検討を進めているよ

うであり、問い合わせも何件かみられている。まだ大分先の話でもあるため、現

状、苫小牧港を利用した場合と比べて、どちらが安くなるのかといった金額面に

関する問い合わせが中心であるが、企業が興味を持っていることだけは間違いな

い。 

フェリー航路という観点からは、旅客も必要となってくるため、観光面での取り

組みも重要になってくる。そのため、宮古を中心とした東北地域の人に対して、

室蘭がどれだけの知名度を持っているのかということについても考えているが、

東京出身という立場からは、残念ながら室蘭の知名度は低いのが現状である。室

蘭の名前は知っていても、室蘭が北海道のどこにあるのかまでは知らない人が多

く、当然、カレーラーメンなどの名物についても知らないため、フェリー航路の

開設を機に、もっと PRしていくことが必要である。 

室蘭の観光資源については、地球岬などは景色も良く、他の観光地と比べても負

けない魅力があると感じているが、観光地としてみた場合、ホテルや飲食店、土

産品店、喫茶店などがセットになって初めて魅力が出てくるものと考えているた

め、そうした点ではまだまだレベルが高くないと感じている面がある。フェリー

航路開設を機に、観光客が訪れるようになるのであれば、市内でお金を落として

もらい、リピーターになってもらえるような取り組みを進めていくことが必要だ

と感じている。同様に、外国人観光客についても室蘭を訪れた観光客が、市内で

お金を使ったり、宿泊してもらえるようにしていかなければならないと感じてい

る。  



8 

A 委員   ：人口減少に歯止めをかけるためには、雇用の創出が大切であり、そのためには既

存企業の活性化が大切であるという話については、そのとおりだと考えている。 

ただし、日本政策金融公庫の取引先は小規模事業者が中心ということもあり、融

資にあたって雇用の維持を目標とするケースが多く、雇用の拡大を見込むのは、

新規事業の展開や事業拡大を目指す企業にとどまっていた。一方、赤字企業の場

合は、まず経費削減が対策となり、そのためには人件費に手を付けることが中心

となる。 

そういう意味では、雇用創出のためには、創業支援などにより、企業を増加させ

ることも効果的だと考えている。市内金融機関のネットワークを活かして、創業

前、創業後のフォローを行っていくことができれば、かなりの企業が成長してい

けるのではないか。 

これまでの話で、学生が域外で就職してしまうという話があったが、こうした学

生に、将来、室蘭に戻ってきてもらうためにも、起業に対する考え方や起業の際

にどういうことが必要になるのかといったビジネス教育が重要になってくるので

はないか。どの段階でビジネス教育を始めるのかということについては、議論が

あると思うが、小学生向けのお店屋さんごっこのような取り組みも行われている

と聞いているため、これから総合戦略を考えるに当たって、こうしたビジネス教

育に関する取り組みを検討しても良いのではないか。こうした中長期的な取り組

みを進めることで、卒業してすぐには難しいと思うが、将来的に経験を活かして、

室蘭に戻って起業してもらうことで、雇用創出につながってくるのではないか。 

転勤者としての立場からは、転勤前は、室蘭に対してものづくり、企業城下町と

いったイメージしか持っていなかったが、実際に住んでみて食べ物が美味しく、

観光スポットも多いと感じた。ただ、J 委員の話にもあったように、観光地とし

て考えてみた場合、観光スポットがまとまっておらず、地球岬から白鳥大橋に向

かう観光道路が狭いなど、十分に整備されていない部分もあると感じた。 

子育てという観点からは、子ども目線での取り組みについても盛り込んだ方が良

いのではないかと感じている。これだけの自然環境があるにもかかわらず、工場

などが数多く立地している環境は、室蘭の売りになると考えられるため、子ども

向けに工場見学などを行ったり、先程のビジネス教育などを行ったりすることで、

室蘭を教育しやすいまちとしてブランド化できるのではないか。また、工場見学

などは、子どもにも喜ばれるものではないか。こうした体制を整えることで子ど

も連れの観光客も期待できるのではないか。 

 
K 委員   ：地方創生の関連では、自治体ごとに総合戦略をまとめることになっているが、観

光分野については、近い距離にある白老町や登別市などとも連携して、観光客を

回遊させるような方向性を検討しても良いのではないか。白老町では 2020 年に

国立のアイヌ文化博物館（仮称）を開設することになっている。 

企業誘致の関連では、室蘭市の場合、特に製造業で元気のある企業が多いことに

加えて、シップリサイクル、次世代エネルギーである水素の活用法など、全国的



9 

にも先進的な取り組みが進んでいる地域であるため、こうした取り組みに関連し

たベンチャー企業の創業支援をしていくことが、金融機関として協力できること

ではないかと考えている。 

室蘭信用金庫の営業基盤は西胆振が中心であるが、どの自治体も人口減に見舞わ

れており、定住対策に取り組んでいる。日本版 CCRCも 1つの手段であるが、地

域への貢献ということを考えてみた場合、将来的には働く世代、子ども育てる世

代が定着していかないと厳しい面があるのではないか。そうした意味でも、シッ

プリサイクルのような環境リサイクルや、水素関連のような先端技術に関する取

り組みが重要になってくるのではないか。 

これまでに介護分野での取り組みをという話もあったが、将来的には高齢者も人

口が減っていくため、地域間での人の奪い合いという悪循環に陥る可能性もある。

そのため、介護分野だけに一極集中して考えるのではなく、先進製造業やその他

の産業も含めた様々な業種を対象として、企業誘致や創業支援などに地道に取り

組んでいくべきではないかと考えている。 

 
L 委員   ：先般発表したように、北洋銀行では、空き家対策事業をサポートするため、空き

家解体を優遇するリビングローンやリバースモーゲージに取り組んでおり、こう

した取り組みも今回の検討で活かしてもらえればと考えている。 

広域連携という観点からは、登別に多くの観光客が訪れている現状を活かして、

これらの観光客を呼び込むような取り組みを西胆振全体で進めていくことができ

ないかと感じている。例えば、昨年 10月に当行と JTB北海道が提携して、伊達

での藍染め体験、室蘭でのボルタ製作、白老でのたらこ製造体験などを行う「日

胆魅力探求モニターツアー」という体験型のツアーを開催したが、参加者からは

各地の隠れた魅力や目新しいメニュー、日常生活との触れ合いといった部分での

ニーズが高いと感じられた。 

総合戦略を考えていくにあたって、室蘭としては、ものづくり、医療、介護とい

った部分が核になってくると思うが、登別や伊達を始め、広域的に連携すること

でより良さが発揮できるような部分は、お互いに協力し合って進めていくべきで

はないかと感じている。 

 
M 委員   ：室蘭市の産業構造は製造業の位置付けが大きく、さらに室蘭工業大学が立地して

いるという強みもあるため、産学が連携して新しいものづくりを発信できる素晴

らしい環境にあると感じている。そのため、将来のまちづくりを考えるにあたっ

ては、ものづくりのまちを基準に置き、産学に加えて、資金支援を行う金融機関

が上手く連携しながら進めていくことを 1つ目の大きな柱として考えていくべき

ではないか。 

また、日本創成会議の提言で全国的に示されたように、室蘭市は医療機関や介護

施設が充実している地域であるため、医療・介護をターゲットとすることが 2つ

目の柱として考えられる。医療機関や介護施設を活用しながら、それらを一層充
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実させるような取り組みを進めていくべきではないか。 

観光に関しては、市内に見る場所はたくさんあるが、そこに人を呼び込むことを

考えた場合、室蘭市単独では少し弱い面があるため、西胆振全体で考えていく必

要があるのではないか。 

生活環境に関しては、気候が温暖な上、市内に海も山もあるなど、健康ブームに

はうってつけの場所であるため、そうした強みをしっかりとアピールして、定住

人口の増加につなげていくべきではないか。 

また、そのためには、市内に住む場所をいかに創出していくのかということも重

要なポイントとなってくる。地区別の人口推移の説明で、中島地区では宅地造成

が進んだことで人口が増えたとのことであったが、それ以外の地区では宅地開発

が進んでおらず、住宅地がどんどん増えている登別や伊達への流出が進んでいる

状況にあるため、武揚小学校跡地の宅地開発のように、古い市営住宅や道営住宅

などを民間に再活用してもらうような取り組みを進めることが必要ではないか。 

学生の就職の問題については、企業が人を採用できないと感じている一方で、高

校生はできれば市内で就職したいと考えており、ミスマッチが生じている。その

ため、ミスマッチの解消に向けて、企業が自分たちの仕事を知ってもらえるよう

に、もっと外部にアピールするとともに、生徒側もものづくり企業での職場体験

などを通じて、元々自分が希望していなかった業種でも新たな魅力を見出すこと

ができるような働きかけが重要になってくるのではないか。 

室蘭市は、道内の他の自治体と比べても、産業構造や医療環境などに魅力のある、

特筆すべき地域であるため、そうしたことに焦点を当てて、取り組みを進めてい

くことができれば良いのではないか。 

 
N 委員   ：雇用のミスマッチ解消は重要なことであり、そのためには、人材バンクのような

事業を進めるほか、中小企業のカラー、例えば企業経営者がどのような思いで仕

事をしているのか、働いているスタッフがどのような気持ちで仕事をしているの

かといったことが分かる何かを作り、高校生に発信できるようになれば、少しで

もミスマッチ解消に役立つのではないか。 

特に介護の分野に関しては、中学生や高校生を対象に介護の重要性を理解しても

らう場を設けたり、インターンシップを行うことなどが対策として考えられる。 

雇用のミスマッチは、応募する際の入り口の部分にも改善していくべき課題があ

るが、企業側にも問題があることが多いため、企業に情報をフィードバックして、

問題があることを知ってもらい、改善が進むような仕組みを作っていくと良いの

ではないか。 

介護の職場では、離職率が高いことが問題となっている。人間関係を理由に辞め

るスタッフが多いという面もあるが、離職率を下げるためには、職場環境の改善

や、スタッフのスキルアップにつながるようなキャリア形成に関する取り組みな

ど、事業所の努力が必要になってくるのではないか。 

D 委員から発言のあった「看取り介護」に関しては、取り組みたいと考えていて



11 

も、実際には踏み出すことができていない事業者が多い。まずは、市内の事業者

や教育機関が連携して、しっかりとした技術を学ぶことのできる仕組みを作って

いくことが重要になってくるのではないか。 

実際に、会社を経営するようになって感じたことだが、働いている女性は、子ど

もができたことをきっかけに仕事を辞めるケースが多いため、女性の労働力を活

用していくためには、子どもができても働き続けることができる環境づくりが大

切になってくるのではないか。 

新事業創出との関係では、介護ロボットの開発が考えられる。介護の分野は慢性

的な人手不足であることに加えて、重労働の仕事が多いため、腰痛が職業病とな

っており、腰痛がひどいために辞めるスタッフも多い。国を中心に、介護の現場

に介護ロボットを導入しようという流れが出てきていることもあり、室蘭のもの

づくり企業を活かすことができるのではないか。 

室蘭だけに限った話ではないが、日本全体で働いている人の 7割が中小企業で働

いているという現状を考えると、地域の活性化を考える上で、中小企業の活性化

を考えていくことはとても大事なことだと感じている。 

 
O 委員   ：これまでの話を聞いた中で、メディカルツーリズムという視点が大事になってく

るのではないかと感じている。日本創成会議の東京圏高齢化危機回避戦略におい

て、室蘭市に一定の受入能力があることが全国的に報道されている中、日本版

CCRC はもちろん、新産業の創出という論点とも絡んでくると思うが、現在のイ

ンバウンドの急速な拡大は無視できない状況にあると考えている。 

資料 3（参考）では、インバウンドを対象としたメディカルツーリズムについて、

富裕層がターゲットとなるため、西胆振圏域を訪れる観光客とのミスマッチが想

定されるなど、どちらかといえば慎重なまとめ方がされているが、知恵を発揮す

れば、ミドルクラスのインバウンドを対象とすることもできるのではないかと考

えている。また、言語の違いといった問題もあるが、室蘭工業大学の留学生の活

用など、市と大学が連携して、対策を模索することで対応できるのではないかと

考えている。 

仮に、インバウンドを対象としたメディカルツーリズムに成功することができれ

ば、交流人口の拡大につながり、ひいては定住人口の減少を抑える一定の効果が

出てくるのではないか。また、観光と絡めて室蘭を紹介できるようになるため、

国際化を見据えた港湾の振興にもつながってくるのではないか。 

総合戦略の方向性の柱は、どうしても既存の提言やプランを前提として、それを

磨き上げるような内容にならざるを得ない面があるが、もう少し野心的に医療・

介護・福祉のまちを目指すという方向性を考えても良いのではないか。 
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◆その他質問・意見について 
 
C 委員   ：今後、北海道新幹線が札幌まで来ることになれば、道内の交通体系がかなり変化

するとみられる。室蘭本線については、取り残されてしまい、現在 1日 5往復し

ている、すずらんしか走らない状況となってしまうことも想定されるため、北海

道新幹線の札幌延伸も踏まえて、今後の戦略を検討していくことが必要ではない

か。産業振興も、観光も、まず人に来てもらうことが必要であるため、交通ネッ

トワークのあり方など、交流人口について考えていく必要があるのではないか。 

 
B 委員   ：N 委員から、介護ロボットの話があったが、腰痛は介護分野に限ったものではな

く、農業など、他の産業にも共通してみられる問題である。また、腰痛への対策

である、パワーアシストに関する研究は当大学でも進められているが、大学より

も民間でより研究が進んでいる分野であるため、既存企業が新分野として展開で

きるような施策も考えてもらえればと思う。ただ、こうした新分野展開は、事業

化に至るまで時間のかかるものであるため、金融機関においても 10 年先を見据

えた目利きを行うような支援体制を築いて頂ければと思う。また、市内の企業に

ついても、新日鐵住金や日本製鋼所といった大企業との関係が強い上、のんびり

とした企業が多いため、室蘭テクノセンターを中心に、企業の意識改革を行って

いくような取り組みも進めて頂ければと思う。 

 
D 委員   ：地域包括ケアシステムの構築を目指す流れの中で、介護も医療とできるだけ一体

化し、余命の短い患者はなるべく病院ではなく、地域で看取るようにしていこう

という動きが出ている。これは特区とも絡んでくる話になるが、こうした流れの

中で、今後、高齢者が救急車を利用する機会が増加することが見込まれるため、

例えば、救急車に乗車するナースにより高度な医療行為の権限を委譲させるよう

な特区申請を行うなどを考えても良いのではないか。 

 
 


